
過去に掲載されていた会議等（令和4年6月時点）

あ

ＩＴ戦略会議・情報通信技術戦略本部

アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会

アクション・プログラム実行推進委員会

足利銀行の特別危機管理開始決定に伴う対応に関する関係省庁等連絡会議

アジア・ゲートウェイ戦略会議

アジア文化交流懇談会

新しい国民との直接対話のあり方に関する検討グループ

新たな雇用対策に関する関係閣僚会合

新たな時代の安全保障と防衛力に関する懇談会

アフガニスタン支援検討会議

安心社会実現会議

安全保障と防衛力に関する懇談会

安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会（平成19年８月30日以前）

安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会

硫黄島からの遺骨帰還のための特命チーム

伊勢志摩サミット準備会議

一億総活躍国民会議

イノベーション25戦略会議

イノベーション推進本部

イノベーション政策強化推進のための有識者会議　「バイオ戦略」

イノベーション政策強化推進のための有識者会議　「安全・安心」

イノベーション政策強化推進のための有識者会議「ＡＩ戦略」（ＡＩ戦略実行会議）

ＥＢＰＭのニーズに対応する経済統計の諸課題に関する研究会

イラク問題対策本部

医療イノベーション会議

宇宙開発戦略本部

「美しい国づくり」企画会議

ＡＤＲの拡充・活性化関係省庁等連絡会議

ＨＴＬＶ－１特命チーム

エネルギーコスト上昇に関する関係副大臣等会議

エネルギーコスト上昇に関する関係府省庁連絡会議

エボラ出血熱対策関係閣僚会議 （平成２８年４月１５日廃止）

沖縄における科学技術大学院大学設立構想の推進に関する関係閣僚による会合

か

海外経済協力会議



海外経済協力に関する検討会

外交政策勉強会

外国人との共生社会実現検討会議

外国人労働者問題関係省庁連絡会議

海洋開発関係省庁連絡会議（総合海洋政策本部へと発展解消）

輝く女性応援会議

閣議議事録等作成・公開制度検討チーム

ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議

観光立国関係閣僚会議

観光立国懇談会（観光立国推進戦略会議へと発展解消）

寒波・雪害対策に関する関係省庁連絡会議

幹部公務員の給与に関する有識者懇談会

官民人材交流センターの制度設計に関する懇談会

官民ファンド総括アドバイザリー委員会

気候変動の影響への適応に関する関係府省庁連絡会議（気候変動適応推進会議へと発展解消）

規制改革会議 （平成２８年７月３１日設置期間満了）

規制改革推進本部

規制改革・民間開放推進会議

規制改革・民間開放推進本部

北朝鮮による日本人拉致問題

旧　行政改革推進本部（新　行政改革推進本部へと発展解消）

行革実行本部

教育改革国民会議

教育再生会議（教育再生懇談会にてフォローアップを実施）

教育再生懇談会

教育再生実行会議

共助社会づくり推進のための関係府省連絡会議

行政改革会議

行政改革推進本部

行政改革推進本部 規制改革委員会

行政効率化関係省庁連絡会議

行政刷新会議

「行政刷新会議の設置について」等の廃止について（平成２４年１２月２６日閣議決定）

行政支出総点検会議

行政文書・公文書等の管理・保存に関する関係省庁連絡会議

業務改革推進協議会

緊急雇用・経済対策実施本部

緊急雇用対策本部

緊急テロ対策本部



金融危機対応会議

空港インフラへの規制のあり方に関する研究会

国・行政のあり方に関する懇談会

国・地方の定期意見交換会

国と地方の協議

国と地方の協議の場（官邸ＨＰ）

「暮らしの質」向上検討会

グローバル人材育成推進会議

景気対応検討チーム

経済危機克服のための「有識者会合」

経済対策閣僚会議

経済の好循環実現に向けた政労使会議

経済連携促進関係閣僚会議

元気な日本復活特別枠に関する評価会議

元号選定手続検討会議

原子力委員会の在り方見直しのための有識者会議

原子力規制組織等の改革

原子力立地会議

建築確認問題に関する関係省庁連絡会議

原油高騰・下請中小企業に関する緊急対策関係閣僚会議

原油等高騰に関する緊急対策関係閣僚会議

原油問題関係府省連絡会議

公益法人制度の抜本的改革に関する関係府省連絡協議会

公共工事コスト縮減対策関係省庁連絡会議（行政効率化関係省庁連絡会議へと発展解消）

公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議

皇室制度に関する有識者ヒアリング

皇室典範に関する有識者会議

厚生労働行政の在り方に関する懇談会

構造改革特区推進本部（構造改革特別区域推進本部へと発展解消）

構造計算偽装問題に関する関係省庁連絡会合

口蹄疫対策本部

公的・準公的資金の運用･リスク管理等の高度化等に関する有識者会議

公的年金制度に関する関係閣僚会議

公的年金制度の一元化に関する懇談会

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（ＩＴ戦略本部）

高度人材受入推進会議

公文書管理の在り方等に関する有識者会議

公用文等における日本人の姓名のローマ字表記に関する関係府省庁連絡会議

公務員制度の総合的な改革に関する懇談会



公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議

高齢運転者による交通事故防止対策に関する関係閣僚会議

高齢社会対策会議

国際競争力強化に関する関係閣僚会合

国際金融経済分析会合

国際広報強化連絡会議

国際文化交流推進会議

国際平和協力懇談会

国民対話推進会議

国民保護法制整備本部

国有財産情報公開･売却等促進連絡会議

国有財産有効活用等連絡会議

「国連持続可能な開発のための教育の１０年」関係省庁連絡会議（持続可能な開発のための教育に

関する関係省庁連絡会議（文部科学省・環境省）に機能引継ぎ）

個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォース

国家安全保障会議の創設に関する有識者会議

国家安全保障に関する官邸機能強化会議

国家公務員雇用調整本部

国家公務員制度改革推進本部

国家戦略会議

国家戦略室

孤独・孤立対策に関する連絡調整会議

子どもと若者総合支援勉強会

子どもの未来と世界について考える懇談会

雇用戦略対話

さ

在アルジェリア邦人に対するテロ事件の対応に関する検証委員会

再生可能エネルギー等関係閣僚会議

再生可能エネルギー等関係府省庁連絡会議

財政構造改革会議

再チャレンジ懇談会

再チャレンジ推進会議（「多様な機会のある社会」推進会議）

再発防止チーム

再犯防止対策ワーキングチーム

裁判員制度関係省庁等連絡会議

在留邦人及び在外日本企業の保護の在り方等に関する有識者懇談会

座間市における事件の再発防止に関する関係閣僚会議

産業競争力会議（日本経済再生本部）



産業競争力会議

産業構造改革・雇用対策本部

産業新生会議

産業再生・雇用対策戦略本部

三位一体の改革に関する大臣会合

Ｇ２０大阪サミット準備会議

死因究明制度に関するワーキングチーム

死因究明等推進会議（内閣府ＨＰ）

事故災害防止安全対策会議

自殺総合対策会議

市場開放問題苦情処理対策本部

次代を担う青少年について考える有識者会議

下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会（中小企業・小規模事業者の活力向上の

ための関係府省等連絡会議に改組）

市町村合併支援本部

児童虐待防止対策に関する副大臣等会議

社会保障改革推進懇談会

司法制度改革推進本部

司法制度改革審議会

社会保険庁の在り方に関する有識者会議

社会保障改革推進懇談会

社会保障構造の在り方について考える有識者会議

社会保障国民会議

社会保障制度改革推進会議

社会保障制度改革推進本部

社会保障・税に関わる番号制度に関する実務検討会（内閣府ＨＰ）

社会保障と税の一体改革

社会保障の在り方に関する懇談会

ジャポニスム２０１８総合推進会議

ジャポニスム２０１８の開催準備等に関する関係府省連絡会議

情報保護監視準備委員会

銃器対策推進本部

首相公選制を考える懇談会

障がい者制度改革推進本部（内閣府ＨＰ）

障害者施策推進本部

障害者施設における殺傷事件への対応に関する関係閣僚会議

少子化社会対策会議

少子化への対応を考える有識者会議

少子化への対応を推進する国民会議



消費者行政推進会議

消費税軽減税率制度の円滑な運用等に係る関係府省庁会議

消費税率引上げによる需要変動の平準化に関するタスクフォース

情報機能強化検討会議

情報セキュリティ政策会議

情報通信技術（ＩＴ）戦略本部

情報の管理の在り方に関する検討チーム

情報保全の在り方に関する有識者会議

食育推進会議

食品安全行政に関する関係閣僚会議

食品による薬物中毒事案に関する関係閣僚による会合

食料・農業・農村政策推進本部

女性の再チャレンジ支援策検討会議

司令塔連携・調整会議（内閣府ＨＰ）

新型インフルエンザ対策本部

新健康フロンティア戦略賢人会議

人権教育のための国連１０年推進本部

新国立競技場整備計画再検討のための関係閣僚会議

人身取引対策に関する関係省庁連絡会議

人事給与業務効率化推進会議

人生１００年時代構想会議

新卒者雇用・特命チーム

すべての子どもの安心と希望の実現に向けた副大臣等会議

生活安心プロジェクト」に関する関係閣僚会合

政策金融改革推進本部

青少年育成推進本部

税制調査会

成長戦略会議

成長力底上げ戦略構想チーム

成長力底上げ戦略推進円卓会議

政府調達苦情処理推進本部

政府における情報システムに関する予算・調達関係省庁会議

政府における情報保全に関する検討委員会

全世代型社会保障検討会議

全世代型社会保障に関する広報の在り方会議

専門的・技術的分野における外国人材の受入れに関するタスクフォース

統合イノベーション戦略推進会議

総合エネルギー対策推進閣僚会議

総合科学技術会議



総合規制改革会議

総合的な子ども・子育て支援のための組織の在り方検討会議

総理と産業界の雇用等に関する懇談会

た

対外経済協力関係閣僚会議

待機児童ゼロ特命チーム

対北朝鮮輸入禁止等に関する緊急対策会議

大規模停電対策に関する関係省庁連絡会議

代替施設建設協議会

対日投資会議

大陸棚調査・海洋資源等に関する関係省庁連絡会議

男女共同参画推進本部

地域医療の機能強化に関する関係閣僚会議

地域活性化策の推進に関する検討チーム

地球温暖化問題関係審議会合同会議

地球温暖化問題に関する閣僚委員会　タスクフォース会合

地球温暖化問題に関する懇談会

地球温暖化問題への国内対策に関する関係審議会合同会議

地球環境保全に関する関係閣僚会議

知的財産戦略会議

中央銀行研究会

中央省庁等改革推進本部

中央省庁等改革推進本部顧問会議

中央防災会議

中期財政計画及び平成２６年度予算の概算要求基準に関する政府与党政策懇談会

中堅企業等施策に関する関係府省会議

中小企業金融等のモニタリングに係る副大臣等会議

地理情報システム（ＧＩＳ）関係省庁連絡会議（測位・地理情報システム等推進会議へと発展解

追悼・平和祈念のための記念碑等施設の在り方を考える懇談会

月探査に関する懇談会

低炭素社会づくり

デジタル社会構築タスクフォース

デジタル放送への移行完了対策推進会議

デジタル放送への移行完了のための関係省庁連絡会議

デフレ脱却等経済状況検討会議（内閣府ＨＰ）

天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議

天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会

天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典実施連絡本部



天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典準備委員会

電力改革及び東京電力に関する閣僚会合

東京電力に関する経営・財務調査委員会

東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会

道州制ビジョン懇談会

道路関係四公団民営化推進委員会

道路特定財源等に関する関係閣僚会議

毒劇物対策会議

特殊法人等改革推進本部

ドクターヘリ調査検討委員会

独立行政法人改革に関する有識者懇談会

独立行政法人会計基準研究会

独立行政法人ガバナンス検討チーム

鳥インフルエンザ対策本部

鳥インフルエンザ等対策に関する関係閣僚による会合

な

内閣官房2020年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室

２００５年に愛知県において開催する国際博覧会関係閣僚会議

２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会等に関する閣僚会議

２０２５年に開催する国際博覧会関係閣僚会議

２１世紀『環（わ）の国』づくり会議

２０世紀を振り返り２１世紀の世界秩序と日本の役割を構想するための有識者懇談会（２１世紀構

日・ＡＳＥＡＮ包括的経済連携構想を考える懇談会

日ＥＵ経済連携協定交渉に関する主要閣僚会議及び交渉推進タスクフォース

日朝国交正常化交渉に関する関係閣僚会議

「ニッポン一億総活躍プラン」フォローアップ会合

日本経済再生本部

日本経済再生に向けた緊急経済対策に関する政府与党会議

「日本の美」総合プロジェクト懇談会

日本ブランドの確立と発信に関する関係省庁連絡会議

ニューノーマル時代のＩＴの活用に関する懇談会

年金記録問題に関する関係閣僚会議

年金業務・組織再生会議

年金保険料の徴収体制強化等のための検討チーム

年度末に向けた中小企業対策に関する関係閣僚による会合

燃料電池実用化に関する関係省庁連絡会議

野口英世アフリカ賞に関する関係省庁連絡会議



は

ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）に係る副大臣会議

ハイジャック等非人道的暴力防止対策本部

働き方改革実現会議（平成３０年１０月１５日廃止）

働き方改革フォローアップ会合

廃棄物対策に関する関係省庁連絡会議（及び幹事会）

パッケージ型インフラ海外展開関係大臣会合

バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する関係閣僚会議

犯罪被害者対策関係省庁連絡会議

犯罪被害者等施策推進会議

ＢＴ戦略会議

東日本大震災復興構想会議

東日本大震災復興対策本部

「一人ひとりを包摂する社会」特命チーム

秘密保全法制の在り方に関する検討チーム

プールにおける事故対策に関する関係省庁連絡会議

普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会

普天間飛行場代替施設に関する協議会

文化外交の推進に関する懇談会

平成１７年１０月２９日に実施された日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当

面の取組に関する関係閣僚会合(いわゆる米軍基地再編関係閣僚会合)

平成２５年度予算に関する政府与党会議

平和構築分野の人材育成に関する関係省庁連絡会議

防衛省改革会議

邦人殺害テロ事件の対応に関する検証委員会

法曹養成制度改革顧問会議

法曹養成制度改革推進会議 （平成２７年７月１５日設置期間満了）

法曹養成制度関係閣僚会議

北海道洞爺湖サミット準備会議

ま

水問題に関する関係省庁連絡会

未来投資会議

未来投資に向けた官民対話

ミレニアム・プロジェクト(新しい千年紀プロジェクト)

ムーンショット型研究開発制度に係るビジョナリー会議

「明治１５０年」関連施策各府省庁連絡会議

ものづくり懇談会

模倣品・海賊版対策関係省庁連絡会議



や

薬物乱用対策推進本部

「ゆう活」に関する次官級連絡会議

郵政三事業の在り方について考える懇談会

郵政改革

郵政民営化

郵政民営化について

輸入品の安全確保に関する官民合同会議

幼児教育無償化に関する関係閣僚・与党実務者連絡会議

幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会

予算編成に関する政府・与党会議

ら

拉致問題関連情報

量子技術イノベーション会議

ロボット革命実現会議

わ

若者・女性活躍推進フォーラム

若者自立・挑戦戦略会議

若者の海外留学促進のための関係省庁等連絡会議


